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2 人権標語 友だちを　いつ助けるのか　今でしょ　　笠縫小学校 5年

青年部会 新春研修会を開催しました
　平成27年１月20日（火）、ホテルボストンプラザ草津にて青年部会員を対象に、青年部会新春研修
会を開催しました。県内全域より83名の参加がありました。当日はハトマーク支援機構の事業案内
DVDを参加者で視聴後、仁志出副部会長よりハトマーク支援機構のサポート事業内容の説明、参加企
業による事業説明を行い、ハトマーク支援機構の周知のための研修を行いました。また遠藤部会長よ
り今年度の青年部会のスローガンは交流と社会貢献であり、そのスローガンに則って青年部会で行っ
てきた事業について参加者に説明し、青年部会内での意思
統一を図り今後の事業や社会貢献活動への積極参加の依頼
がありました。その後、参加者
の意見、情報交換と交流、親睦
を図るため、懇親会を行いま
した。併せて募金活動も行い
参加者より34,274円のチャリ
ティ募金が集まりました。

青年部会 会員拡大交流会を開催しました
　平成27年２月７日（土）、栗東ボウリングジムにて第２地域が主体となり会員拡大交流会としてボ
ウリング大会を開催しました。当日の参加者は29名で、ご家族の方にもご参加いただき交流を深める
と共に、チャリティ募金も行い19,000円の募金が集まりました。青年部会新春研修会の募金と併せて、
これまでの募金総額は171,975円となりました。
これを原資に車椅子を購入し、公的機関に贈呈予
定です。
　青年部会とは、その年度の４月１日において
45歳以下の会員及び従業者で構成され、従業者
登録されているすべての45歳以下の方が対象と
なります。青年部会内での意思統一を図り、今後
の事業や社会貢献活動への積極的なご参加の程、
宜しくお願い致します。

レインズ研修会を開催しました
　当協会５階会議室にて平成26年８月７日（木）・９月４日（木）・９月５日（金）・10月２日（木）・
11月７日（金）・12月５日（金）、県立男女共同参画センターにて平成27年１月23日（金）に、第１～
14回レインズIP型システム・ハトマークサイト研修会を開催しました。近畿レインズIP型システム
の基本操作全般および図面作成を中心に研修会を実施し、参加者数は、合計85名でした。今後とも、
皆様の実務に役立つ研修会を行って参りますので、ご参加をお待ち致しております。



3人権標語 朝来たら　あいさつしよう　笑顔でね　　笠縫小学校 5年

不動産関連講座を開催しました
　会員、従業者および一般消費者を対象に、平成27年２月４日（水）に基礎コース、２月６日（金）に
応用コースを当協会５階会議室にて開催しました。基礎コースでは、司法書士による不動産登記簿謄
本の読み方、弁護士による宅地建物取引に携わる者の必修項目である不動産売買契約書・重要事項説
明書について、不動産鑑定士による物件調査に
ついて、不動産公正取引協議会による不動産広
告の相談事例、当協会理事による人権問題につ
いて等、日々の業務に役立つ事項を行いまし
た。応用コースでは、大津地方法務局担当者に
よる筆界特定制度の利用について、弁護士によ
る境界線トラブルの法的・実務対応、当協会理
事による手付金保全について、不動産競売流通
協会による競売物件について等、より深い知識
と理解を得られる講義を行いました。参加者
は、基礎コースが44人、応用コースが60人で
した。平成27年度においても、より皆様の業務
に役立つ講座を行ってまいりますので、積極的
にご参加いただきますようお願い致します。

第３回一般研修会を開催しました
　会員、従業者および一般消費者を対象に、平成27年３月５日（木）ひこね燦ぱれす多目的ホール、６
日（金）栗東芸術文化会館さきら中ホール、10日（火）ピアザ淡海ピアザホールにて、第３回一般研修
会を開催しました。１時限目は岡本正治法律事務所　弁護士　岡本 正治氏による「宅地建物取引士の
使命と役割」として、平成27年４月１日施行の宅地建物取引業法改正の趣旨を踏まえた宅地建物取引
士に求められる資質能力であるコンプライアンスの徹底や高度化・多様化する消費者ニーズ等に対応
した実践的な知識・能力についての講義を行いました。
２時限目は滋賀県土木交通部住宅課の担当者より「宅地
建物取引士への名称変更に伴う留意事項」として、宅地
建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更に伴
う実務上の変更点等について説明を受けました。３時限
目は人権啓発推進特別委員会より「人権問題について」
として、滋賀県内で過去に起こった人権問題について具
体的な事例が取り上げられました。
　４時限目は不動産取引「実務」で活かされる基礎知識
を学習できる通信教育資格講座である「不動産キャリア
パーソン講座」の紹介DVDの鑑賞を行いました。参加
者は会員501社、600名、非会員10社、11名でした。
　第１回一般研修会および第３回一般研修会は、県指定
の研修会となっておりますので、代表者および専任の取
引主任者（取引士）の方は必ずご受講いただきますよう
お願い致します。



4 人権標語 おかしいな　そう思ったら　行動へ　　老上中学校 1年

◇ 改正の趣旨
　宅地建物取引主任者の役割の増大に鑑み、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」の名称に改

めるほか、「宅地建物取引士の業務処理の原則」など、宅地建物取引士の適正な業務確保に係る新たな

規定の創設等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成26年６月25日に公布され

たところである。このため、改正法の趣旨を踏まえ、宅地建物取引士にふさわしい資質の維持向上を

図る観点から、宅地建物取引主任者に対する講習（法定講習）の内容を充実させることとし、実施要領

の改正を行ったものである。

◇ 改正の内容
（１）題名

題名を「宅地建物取引主任者に対する講習の実施要領」を「宅地建物取引士に対する講習の実施

要領」に改める。

（２）講習の科目

「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」を加えるとともに、現行各講習科目の「おおむね過

去3年間」を「おおむね過去５年間」に改める。

（３）講習の時間

「おおむね５時間」を「おおむね６時間」に改める。

（４）受講料

「11,000円以下」を「12,000円以下」に改める。

（５）その他

第二中「宅地建物取引主任者証交付申請書」を「宅地建物取引士証交付申請書」に改める。

国土交通省より

― 宅地建物取引主任者に対する講習（法定講習）の
　 実施要領の一部を改正する告示の施行について ―

平成27年４月１日施行

法定講習改正内容

題　　名 宅地建物取引主任者に対する講習の
実施要領

宅地建物取引士に対する講習の
実施要領

講義手法

講習効果を高めるとともに実践的な知
識を習得する観点から、自己採点、ケー
ススタディなど受講者参加型の講義手法
を取り入れる。

講習科目

講習時間 おおむね 5時間 おおむね 6時間

改　正　前 改　正　後

受 講 料 11,000 円以下 12,000 円以下

「宅地建物取引士の使命と役割に関する
事項」を追加。



5人権標語 一つの命　助けるのは　君かもしれない　　老上中学校 3年

平成27年度
宅地建物取引士 法定講習 日程・会場のご案内

取引主任者証及び取引士証の返納・変更登録申請書の提出先

滋賀県土木交通部住宅課管理担当（県庁新館６階）

TEL 077－528－4231（直通）

　　第１回

▶日　時　平成27年５月22日（金）　９：45 ～ 16：45（受付９：20 ～）
▶場　所　コラボしが21　３階　大会議室

　　　　　大津市打出浜２－１　３階　大会議室

　　第２回

▶日　時　平成27年７月15日（水）　９：45 ～ 16：45（受付９：20 ～）
▶場　所　滋賀県庁新館　７階　大会議室

　　　　　大津市京町４－１－１

　　第３回

▶日　時　平成27年９月15日（火）　９：45 ～ 16：45（受付９：20 ～）
▶場　所　彦根商工会議所　４階　大ホール

　　　　　彦根市中央町３－８

※都合により会場を変更する場合があります。

※第４回～６回の日程及び会場は未定です。後日ホームページ等でお知らせいたします。

※定員になり次第締め切らせて頂きます。定員を超えた場合は、次回の講習受講となりますので、お

早めにお申込みください。

※受講案内は、受講日以前に有効期限が満了する方へは、送付致しません。有効期限満了後に案内が

必要な方は、宅建協会までご連絡ください。

※登録内容の変更等

・氏名、住所、勤務先等に変更がある場合は、登録内容の変更手続き

が必要です。（変更申請届は県庁のホームページからダウンロード

できます。）

（注）住所変更の手続きが完了するまでは、新しい取引士証は交付

されませんので、十分にご注意ください。

・有効期限が切れた取引主任者証は、すみやかに返納してください。



6 人権標語 「やめようよ」　この声　誰の声　僕の声　　玉川中学校 1年

◇ 改正の趣旨
　宅地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者については、宅地建物の安全な取引のために果たす

べき責任の増大や、中古住宅の円滑な流通に向けた関係者との連携等、その役割が大きくなっている

ことを踏まえ、次に掲げるとおり宅地建物取引業法が改正された。

◇ 改正の内容
（１）宅地建物取引士の定義

「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。なお、宅地建物取引主任者

試験に合格した者は、宅地建物取引士試験に合格した者とみなされており、宅地建物取引主任者

証は宅地建物取引士証とみなされている。

（２）宅地建物取引士の業務処理の原則

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家とし

て、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法

律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めな

ければならない。

（３）宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

（４）宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなけ

ればならない。

（５）宅地建物取引業者による従業者の教育

宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行う

よう努めなければならない。

（６）免許等に係る欠格事由等の追加

①宅地建物取引業の免許に係る欠格事由及び取消事由として、暴力団員等又は暴力団員等がその

事業活動を支配する者であることを追加する。

②宅地建物取引士の登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であることを追加す

る。

国土交通省より

― 宅地建物取引業法の
　 一部を改正する法律の施行について ―

平成27年４月１日施行



7人権標語 未来に　つなげる　命を　大切に　　玉川中学校 2年

（公社）近畿圏不動産流通機構からのお知らせ

▼ リニューアル後のトップページイメージ

※製作中のイメージのため実際のデザインとは異なります。

　平成27年４月に公益社団法人近畿圏不動産流通機構のホームページ（http://www.kinkireins.com）

をリニューアルする予定です。

　公益社団法人として一般消費者向けコンテンツを拡充するとともに、さらに見やすく使いやすいレ

イアウトにリニューアルいたします。

　リニューアル後もトップページのURLは変わりませんが、一部のページのURLは変更となる予定

です。必要に応じて、ブラウザのブックマーク（お気に入り）の変更をお願いいたします。（近畿レイ

ンズIP型システムのURLは変わりません。）

　詳細は当機構ホームページにて随時お知らせいたしますので、ご確認の程よろしくお願いいたしま

す。



8 人権標語 考えよう　みんなが笑顔に　なる方法　　松原中学校 3年

最近の判例から （15）－自力救済行為－



9人権標語 その言葉　相手の気持ち　考えている？　　松原中学校 3年

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構
（「RETIO」No.96、2015 年、130 頁以下）



会員の広場会員の広場 ～会員紹介～

10 人権標語 気付こうよ　救いを求める　小さな声に　　草津高等学校 2年

■株式会社 テナントショップ　代表者：水野　清治
草津市西大路町2-2
TEL 077-562-0330／ FAX 077-562-0335
免許番号　滋賀県知事（2）第3227号
URL　http://www.t-shop.co.jp/
業態／媒介（賃貸・売買）・賃貸管理・ポータルサイト運営

　弊社は、滋賀県全域の事業用不動産を中心に幅広く取扱いさせ
て頂き、独立開業される方、個人事業主様から法人様まで多種多様
なお客様のニーズにお応えして、創業以来これまで多くの物件を
成約させて頂きました。滋賀県がもっと多くの繁盛店様で活気づくために私共が貸主様売主様・借主様
買主様・地域の皆様に喜んで頂ける街づくりの担い手となり、「三方よし」の精神で成長していける会社
であるよう、これからも日々邁進していきたいと思っております。今後とも皆様のご指導、ご支援を賜り
ますようお願い致します。

■太陽住宅株式会社　代表者：沢村　寛
草津市野路4-5-6
TEL 077-565-2163／ FAX 077-565-2281
免許番号　滋賀県知事（9）第1515号
URL　http://www.taiyojuutaku.co.jp/
業態／売買・仲介・賃貸管理運営・建築設計・施工管理

　草津市に事務所を置いて33年、滋賀県下全域であらゆる面で
信用第一をモットーに営業活動を展開しています。
　時代変化のスピードは早く、変化を先取りする事業運営を心がけるとともに住宅関連事業の多角化を
目指して各事業部の強化に取組んでいます。またお客様の視点で物事が判断できるよう社員教育にも力
を入れています。
　今後とも会員の皆様の御支援、御協力を宜しくお願い申し上げます。

■有限会社 マキ不動産販売　代表者：牧　武紀
大津市粟津町2-63
TEL 077-531-1777／ FAX 077-533-5811
免許番号　滋賀県知事（2）第3019号
URL　http://maki-re.net
　　　 http://maki-re.housedo.com
　　　 http://makihouse.jp/  
業態／宅地開発・分譲、新築建売、媒介（売買・賃貸）、
　　　不動産の買取及びリフォーム工事

　弊社は、お蔭様で今年は創業10周年を迎えています。石山を中心に地域に密着した総合不動産業に成
長していきますよう全社一同邁進いたします。
　これも、偏に宅建協会の皆様のご厚意とご指導の賜物と感謝申しあげます。
　創業当初は売買の媒介業専門として開業し、2年目にハウスドゥ FCの滋賀県1号店・大津石山店とし
て加盟しました。近年は宅地開発分譲、新築一戸建販売を手がけるようになりました。また、滋賀県初の
ゼロエネルギー（W発電）分譲地を開発し、省エネ次世代住宅分譲を積極的に取り組んでおります。
　弊社のコンセプトは「夢の先まで叶えたい！」です。全てのお客様に今だけでは無く末永くご満足いた
だける不動産を提供してまいります。
　そのために、全社員一丸となってお努めさせていただきます。今後ともご指導ご鞭撻宜しくお願い申
し上げます。



URL  http://www.shiga-takken.or.jp/

11人権標語 みんなでね　あそんで心も体も　ポッカポカ　　新田町教育を考える会

■ビバリーハウス　代表者：下田　正弘
大津市中央3-8-9　中央マンション1F
TEL 077-523-0533／ FAX 077-523-0539
免許番号　滋賀県知事（4）第2661号
mail  shimoda@beverlyhouse.net
業態／売買仲介
　当社は平成10年に免許を頂き、17年目になります。売買の仲介をメインにして営業致しております。
社名のビバリーハウスと言うのは、新婚旅行でロサンゼルスに行った時、ビバリーヒルズの豪邸が立ち
並ぶ町並みを見て、将来独立した時には「ビバリー」を使わせて頂こうと決めておりました。当時勤め先
の事情により給料無しでフルコミッション制となりました。この機会に借り入れを起こし新規事業とし
て融資して頂けましたので、独立開業となりました。皆様に可愛がって頂きながら今日までやってこら
れたと思っております。感謝感謝の毎日です。

■アクア　代表者：安土　康二
甲賀市水口町北泉1-145
TEL 0748-62-9809／ FAX 0748-62-9810
免許番号　滋賀県知事（2）第3054号
URL　http://akua2013.com/
業態／媒介（売買・賃貸）・建築業・賃貸管理

　弊社は甲賀市・湖南市を活動拠点にし、土地建物の媒介・リ
フォーム・住宅の新築を業務として営んでおります、アクア　
代表者　安土康二と申します。２年ほど前までは自宅で営んで
おりましたが、ご縁ありまして１号線沿いの北泉地先に移転し
ました。これから地元の方々・お客様と関わることが増えるこ
とを期待しています。
　一からのスタートとなりましたが、より一層地元の皆様に愛
され信頼される企業に成長出来るよう努力して行きたいと思っ
ています。
　地元の最新情報をより早く入手しお客様にご紹介・ご提案を
心掛けお客様に安心して住んで頂ける住まいを常に考えて業務
に取り組んでいます。
　これからも地元に密着しお客様に愛される企業を目指し頑張り続けたいと思います。
　協会員の皆様、今後とも宜しくお願い致します。

■ニチベン不動産株式会社　代表者：岡　祥介
彦根市芹町10-28-105
TEL 0749-22-1278／ FAX 0749-22-0034
免許番号　滋賀県知事（5）第2476号
業態／媒介（売買・賃貸）　賃貸管理
　弊社は、彦根市を中心に「売買」「賃貸」を主に営業しております。
事務所は芹川という川沿いに有り、四季を通じて多彩な景色が映
し出されます。
　私どもは、売主買主、貸主借主を中立公平に仲介する事を心掛
けて業務を推進しております。世代的な考え方の相違を始め、人の考え方が年々多様化している様に感
じます。
　何年経験しても仲介は難しい事も多く有りますが、弊社が仲介に関わった皆様に喜んで頂けるよう今
後も成長していく努力を続けていきますので、協会員の皆様には、今後とも宜しくお願いいたします。



12 人権標語 他人をほめ　自分もほめて　笑顔増え　　志津小学校PTA
ひ　 と

第10回
　滋賀宅建協会の第10回理事会が１月16日（金）
協会理事会室で開催された。

　１．審議事項
　下記の５項目について、原案通り承認された。
◎新規入会申込者審査報告について
　正会員１件　承継２件の新規入会の申込の承
認に関する審議が行われた。
　詳細は「新規入会者紹介」をご参照下さい。
◎滋賀県下賃貸物件広告実態調査について
　２月24日（火）開催予定の滋賀県下賃貸物件
広告実態調査についての提案があった。
◎部落解放研究第22回滋賀県集会について
　２月７日（土）に開催される部落解放研究第
22回滋賀県集会への参加について提案があった。
◎青年部会会員拡大交流会について
　２月７日（土）に実施する青年部会会員拡大交
流会ついて提案があった。
◎不動産関連講座について
　２月４日（水）、６日（金）に実施する不動産関
連講座について提案があった。

　２．報告事項
◎第２回一般研修会の実施報告について
　11月25日（火）の第２回一般研修会について
の実施報告があった。
◎インスペクション研修会の実施報告について
　12月11日（木）のインスペクション研修会に
ついて実施報告があった。
◎賃貸不動産管理業務研修会の実施報告について
　12月15日（月）の賃貸不動産管理業務研修会
について実施報告があった。
◎第２回新規開業者研修会の実施報告について
　12月22日（月）の第２回新規開業者研修会に
ついての実施報告があった。
◎地域懇談会の実施報告について
　地域懇談会の実施報告があった。
◎第３回滋賀県宅建協会小学生絵画コンクール
の実施報告について
　第３回滋賀県宅建協会小学生絵画コンクール
の実施報告があり、最優秀賞の３点を協会事務
局において展示し、また、優秀作を広報紙の表紙
に利用する事が附言された。
◎平成26年度会費の納入状況について
　６件が未納である事が報告された。
◎会員資格者変更申請審査報告について

　１件の会員資格者の変更に関する報告が行わ
れた。

第11回
　滋賀宅建協会の第11回理事会が２月12日（木）
協会理事会室で開催された。

　１．審議事項
　下記の５項目について、原案通り承認された。
◎第３回一般研修会について
　第３回一般研修会の開催について提案があっ
た。
◎特定費用準備資金及び資産取得資金の取扱規
程の制定について
　特定費用準備資金及び資産取得資金の取扱規
程の制定についての提案があった。
◎資産取得資金積立計画 策定について
　特定費用準備資金及び資産取得資金の取扱規
程に基づいて、資産取得資金積立計画 を策定す
ることが提案された。
◎第326回利付国債（２年）の満期に伴う利付国
債の購入について
　第326回利付国債（２年）の満期に伴う利付国
債の購入について、２年物については利息が付
かないため、５年物を選択する事が提案された。
◎平成27年度事業計画（案）及び予算（案）の承
認について
　平成27年度事業計画（案）について提案があ
った。

　２．報告事項
◎平成26年度特別研修会の実施報告について
　１月13日（火）の平成26年度特別研修会の実
施報告があった。
◎新年賀詞交歓会の実施報告について
　１月13日（火）の新年賀詞交歓会について実
施報告があった。
◎青年部会新春研修会の実施報告について
　１月20日（火）の青年部会新春研修会につい
て実施報告があった。
◎平成26年度会費の納入状況について
　平成26年度の会費の未納者が６件である事が
報告された。
◎会員資格者変更申請審査報告について
　２件の会員資格者の変更に関する報告が行わ
れた。

第10回・第11回　理事会



13人権標語 心の窓　大きくあければ　明るい未来　　オムロン㈱草津営業所

協会行事記録 平成27年1月1日
　～平成27年2月28日

月日 月日行　　　　　　事 行　　　　　　事

新規入会者紹介新規入会者紹介新規入会者紹介
ふどうさんのキクヤ
代　表　者　下村　清明
取引主任者　下村　清明
事　務　所　守山市木浜町2035
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077－585－1006
Ｆ　Ａ　Ｘ　077－585－6086
免 許 番 号　知事（1）3498下村　清明氏

〔1月〕
5日 部落解放同盟滋賀県連合会新春荊冠旗びらき
  〔小寺〕（大津プリンスホテル）
6日 法務組織委員会 （協会４階会長室）
6日 滋賀県知事訪問 〔小寺他6名〕（県庁）
6日 入会審査委員会 （協会５階理事会室）
6日 第８回常務理事会 （協会４階会長室）
6日 組織・諸規程等整備プロジェクト委員会
  （協会４階会長室）
8日 （公社）滋賀県建設産業団体連合会新春賀詞交歓会
  〔小寺他6名〕（琵琶湖ホテル「瑠璃」）
9日 建築５団体合同年賀会 〔小寺〕（大津プリンスホテル「淡海」）
13日 特別研修会 （ホテルニューオウミ）
13日 賀詞交歓会 （ホテルニューオウミ）
13日 滋賀県関係官庁連絡会 〔上田〕（滋賀県教育会館）
14日 全宅連・全宅保証都道府県宅建協会会長・本部長会議
  〔小寺・中田〕（東京プリンスホテル）
15日 全日大阪平成27年新年賀詞交歓会
  〔小寺〕（ホテルニューオータニ大阪）
16日 第１０回理事会 （協会５階理事会室）
16日 新年互礼会兼各種表彰受賞者合同祝賀会（大阪宅建・保証協会大阪支部）
  〔小寺〕（ザ・リッツ・カールトン大阪）
17日 2015年三日月大造年賀会
  〔小寺、上田〕（大津プリンスホテル）
19日 都道府県協会・全宅保証本部事務局長会議
  （アーバンネット神田カンファレンス）
20日 青年部会幹事会 （ボストンプラザ草津）
20日 青年部会新春研修会 （ボストンプラザ草津）
22日 第５回法定講習 〔県庁〕（新館７階大会議室）
23日 第１５回・１６回レインズ研修会 （県立男女共同参画センター）
23日 組織・諸規程等整備に係る確認会 （協会4階会長室）
23日 近畿地方整備局賃貸住宅管理業登録制度ヒアリング調査
  〔吉田〕（協会４階会長室）
23日 第１０回正副会長会議 （協会４階会長室）
25日 部落問題「映画＆学習会」 〔冬木他２名〕
  （ひこね市文化プラザグランドホール）
26日 第３回組織整備特別委員会〔小寺〕（全宅連会館地下１階）
26日 （一社）滋賀任意売却再生支援センター中間報告会
  （協会５階大会議室）
27日 賀詞交歓会（近畿・大阪不動産鑑定士協会）
  〔小寺〕（リーガロイヤルホテル）
29日 インスペクション講師研修会〔泉他２名〕（飛栄創建ビル４階）
30日 「住宅ファイル部会」「マニュアル部会」の合同部会
  〔泉〕（全日大阪会館　4階「ホール」）
30日 第７回レインズ運営委員会 〔田中〕（飛栄創建ビル９階）
   

〔2月〕
2日 入会審査委員会 （協会５階理事会室）
2日 第９回常務理事会 （協会４階会長室）
3日 近畿圏不動産流通活性化協議会第８回理事会
  〔小寺〕（飛栄創建ビル4階）
3日 近畿圏不動産流通活性化協議会運営委員会
  〔泉〕（飛栄創建ビル4階）
3日 （公社）滋賀県建設産業団体連合会加盟団体長会議
  〔宮本〕（滋賀県建設会館）
4日 不動産関連講座（基礎コース） （協会５階会議室）
5日 公益法人制度に関するブロック研修会
  〔宮本〕（福岡県不動産会館）
6日 （公社）近畿圏不動産流通機構調査研究委員会
  〔泉〕（飛栄創建ビル　９階）
6日 不動産関連講座（応用コース） （協会５階会議室）
7日 青年部会会員拡大交流会 （栗東ボウリングジム）
7日 部落解放研究第２２回滋賀県集会 
  （滋賀県立文化産業交流会館）
8日 全宅連中部地区・近畿地区連絡会合同会議
  〔小寺〕（全宅連近畿地区連絡会）
8日 みんなで考えよう！「くらしとすまいの見聞録」
  〔小寺、宮本〕（イオンモール草津）
9日 平成26年度滋賀県建築行政マネジメント推進協議会本会議
  〔吉田〕（コラボしが２１　３階大会議室C）
10日 組織・諸規程等整備に係る確認会 （協会４階会長室）
12日 第１１回理事会 （協会５階理事会室）
13日 公益法人制度に関するブロック研修会
  〔小寺〕（フクラシア東京ステーション）
17日 教育研修委員会 （協会5階　会議室）
17日 不動産公正取引協議会表示審査委員会並びに事情聴取会
  〔岩崎〕（ＯＭＭビル　２階）
17日 青年部会幹事会 （水都の饗宴 草津店）
18日 全宅連第3回監査会 〔中田〕（全宅連会館）
18日 第3回滋賀県居住支援協議会合同部会
  〔吉田〕（滋賀県合同庁舎5Ａ）
19日 京都宅建との意見交換会 〔小寺他６名〕（協会５階理事会室）
19日 総務委員会 （協会5階会議室）
20日 法定講習に関するブロック説明会
  〔大橋・川越〕（全日大阪会館）
20日 公益法人制度・組織運営に関する研修会
  〔小寺〕（大阪宅建）
20日 （一財）不動産適正取引推進機構第９６回講演会
  〔吉田〕（すまい・るホール）
26日 第１１回正副会長会議 （ホテルニューオウミ「延命」）
28日 全宅連近畿地区連絡会運営協議会
  〔小寺〕（大阪マルビル「たなごころ」）

sublime smart株式会社
代　表　者　小林　俊也
取引主任者　小林　俊也
事　務　所　草津市野路4丁目1-7-2F
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077－564－7739
Ｆ　Ａ　Ｘ　077－564－7738
免 許 番 号　知事（1）3500小林　俊也氏



14 人権標語 意識せず　自然に湧き出る　思いやり　　キヤノンマシナリー㈱

近畿レインズ物件登録状況
近畿圏

在庫物件成　約登　録
32,888

22,795

55,683

37,381

58,013

95,394

70,269

80,808

151,077

2,698

996

3,694

3,968

5,493

9,461

6,666

6,489

13,155

19,618

11,797

31,415

39,702

61,165

100,867

59,320

72,962

132,282

新　規
再登録
計
新　規
再登録
計
新　規
再登録
計

売物件

賃貸物件

合計

（公社）滋賀県宅地建物取引業協会

在庫物件成　約登　録
1,253

1,241

2,494

393

583

976

1,646

1,824

3,470

68

40

108

27

36

63

95

76

171

636

509

1,145

315

520

835

951

1,029

1,980

新　規
再登録
計

新　規
再登録
計

新　規
再登録
計

売物件

賃貸物件

合計

近畿レインズニュース

不動産キャリアパーソン講座受講のご案内



15平成 25年度人権作品（標語の部）入賞作品より

会員名簿登載事項の変更
会　員
名　簿
掲載頁

商　　　号 変更事項 登　載　事　項　の　変　更
変　　更　　前 変　　更　　後

3 ㈱ＳＧライフ ＴＥＬ 077-536-5139 077-568-3336
4 ㈱共和ハウジング 代表者 森江　輝元 森江　秀行
5 ㈱昭建 代表者 山川　守 桑田　保正
8 ㈲トータルライフ 専任取引主任者 北村　正信 　　　　　　　―
10  事務所 大津市萱野浦24－11 大津市真野4－21－34－205
10 ㈱ハウスクリエイト ＴＥＬ 077-544-3388 077-573-7122
10  ＦＡＸ 077-544-7755 077-573-7184
14 アヤハ不動産㈱　堅田営業所 専任取引主任者 　　　　　　　　― 前田　悠介
15 

㈱福屋不動産販売　堅田店
 政令使用人 古田　通 古北　貴敬

15  専任取引主任者 上野　正樹 古北　貴敬
20 ㈱エヌアンドエス 名称 ㈱エヌアンドエス ㈱N&Sホーム
24 ㈲フクイチ 専任取引主任者 辻　　慶三 　　　　　　　―
27 みやび建設㈱　草津店 政令使用人 藤野　茂 杉浦　伸哉
27 橋本不動産㈱　草津店 専任取引主任者 小田　真史 原田　公之
27  政令使用人 髙橋　寛明 大谷　元重
27 

㈱福屋不動産販売　南草津店
 専任取引主任者 髙橋　寛明 山口　圭司

27  専任取引主任者 村林　宏紀 　　　　　　　―
27  専任取引主任者 　　　　　　　― 村林　宏紀
35 

橋本不動産㈱
 専任取引主任者 原田　公之 小田　真史

35  専任取引主任者 廣岡　正治 　　　　　　　―
51 みやび不動産販売㈱ 専任取引主任者 　　　　　　　― 三﨑　太
51 ㈱福屋不動産販売 専任取引主任者 山口　圭司 　　　　　　　―
59  事務所 彦根市芹川町573－3 彦根市古沢町11－3－1
59 ㈱イズミ 専任取引主任者 　　　　　　　― 泉　了樹郎
59  専任取引主任者 　　　　　　　― 竹中　淳
61 ㈱セイキョーホーム 専任取引主任者 　　　　　　　― 辻川　正俊
62 ㈱フリースタイル 事務所 犬上郡甲良町尼子2444－1 彦根市馬場2－6－36
63 

㈱イズミ　ベルロード店
 専任取引主任者 泉　了樹郎 　　　　　　　―

63  専任取引主任者 竹中　淳 　　　　　　　―
63 

㈱福屋不動産販売　彦根店
 政令使用人 丸山　正 髙橋　寛明

63  専任取引主任者 丸山　正 髙橋　寛明
66 ㈱髙山 代表者 髙山　吉隆 髙山　満
66 大和企画㈱ 代表者 宮本　理絵 宮本　賢志
67 ㈱材信工務店 名称 ㈱材信工務店 NoveWorks㈱
67 NoveWorks㈱ ＴＥＬ 0749-62-6076 0749-62-6077
68 

㈱福屋不動産販売　長浜店
 政令使用人 北川　里惠 丸山　正

68  専任取引主任者 北川　里惠 丸山　正

会員資格喪失

906 野﨑商店 野﨑　栄一 廃　　業 平成27年2月11日
1432 大沢ホールディングス㈱　長浜営業所 横幕　　健 廃　　止 平成26年12月17日
2922 ㈱サンユーホーム 西村　俊介 廃　　業 平成27年1月31日
2981 ㈱ザイミツエステート 伊藤　光男 廃　　業 平成27年2月28日
7820 東新物流㈱　滋賀支店 井上　裕之 廃　　止 平成26年1月14日

免許番号 商号または名称 代表者名 資格喪失事由 資格喪失年月日 摘　　要

会員権承継者紹介

旧 第２地域
 草津 正 え 1 7946 エル・エイ不動産㈱ 西田　大樹 西田　大樹

所属地域 支部詳細 正・準 ｱｲｳｴｵ 免許更新番号 免許番号 名称又は商号 代表者名 取引主任者１

  525-0026 草津市渋川１－４－１２ 077-569-5580 077-564-9725
郵便番号 住　　所 電話番号 FAX番号

新 第２地域
 草津 正 え 1 3497 エル・エイ不動産㈱ 西田　大樹 西田　大樹

所属地域 支部詳細 正・準 ｱｲｳｴｵ 免許更新番号 免許番号 名称又は商号 代表者名 取引主任者１

  525-0026 草津市渋川１－４－１２ 077-569-5580 077-564-9725
郵便番号 住　　所 電話番号 FAX番号
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発 行 所　公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会　〒520－0044  大津市京町3丁目1－3　TEL 077－524－5456
　　　　　公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会滋賀本部　URL  http://www.shiga-takken.or.jp　FAX 077－525－5877 

　厳しかった冬の日々から、暖かい春を迎える３月26・27日頃、比良の峰々から近江の里に寒風が吹き下
ろします。この春の嵐を里の人々は“比良の八荒あれじまい”と呼び、やがて訪れる春を喜び待ちわびます。
山々に囲まれた盆地の里で、四季が織りなす豊かな環境を当たり前と感じながら過ごしているのではないだ
ろうか。当たり前のように感じるのはそう暑くもなし、そう寒くもなし、雨もそう多くはなく、湿気も少な
いという琵琶湖が醸し出す特異な自然現象と天の恵みに感謝する心を忘れてはいないだろうか。
　最近よく人工頭脳という言葉を耳にします。10年後には社会の職業の65％が人工頭脳に置き換わると報
じられました。このシステムは、“もの”・“こと”の合理性の追求が目的とされ、不合理は不適とされます。
社会は人によって培われ、人によって動かされます。その原点は人の心であり、心は常に磨かれ、道理が求
められます。やがては不動産業界にも人工頭脳が勢いをましても、我々が歩む不動産業界はあくまでも人と
人との商いであり、心と心の結びと信頼が原点だと信じます。近江商人が諭された“買い手よし・売り手よし・
世間よし・三方よし”の精神は、人工頭脳の時代のおいても不動産業界の教訓として輝かせ続けたいと思い
ます。

総務委員会　副委員長　芝原　重子

◆ 平成27年度定時総会 ◆

【日時】平成27年５月28日（木）13：30 ～（13：00より受付）
【会場】琵琶湖ホテル
　　　 〒520-0041　大津市浜町2-40 ／ TEL：077-524-7111
◎詳しい内容は、後日、ホームページ（http：//www.shiga-takken.or.jp/）および案内書などでお知らせ
いたします。

◆ 法定講習 ◆

　現在お持ちの取引主任者証（取引士証）の更新のための次回講習は下記のとおりです。引き続き取引
士（取引主任者）として従事される方及び新たに取引士証の交付申請をされる方は、事前に受講手続き
を行ってください。申込手続き等に関するお問い合わせは本協会事務局までお願いいたします。

記
【講習日時】平成27年５月22日（金）9：45 ～ 16：40（9：20より受付）
【講習場所】コラボしが21　3階　大会議室
【受講対象者】講習日当日から6ヵ月以内に更新期限となる方

◆ 第５回公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会会長杯学童軟式野球大会 ◆

　平成27年度青少年育成関連事業としまして、滋賀県軟式野球連盟の登録チームで県下９地区代表に
よる宅建協会会長杯学童軟式野球大会を下記のとおり開催いたします。
　この事業は、健全な青少年の育成、野球を通してのマナー向上を図り、併せて宅建協会並びにハトマ
ークのPRの為行っております。趣旨ご理解のうえ、応援のほどよろしくお願いいたします。

記
【実 施 日】平成27年6月6日（土）・7日（日）　2日間
【実施場所】ひばり運動公園　湖東スタジアム
　　　　　 東近江市池庄町610番地　TEL　0749-45-3363

近日開催予定


